
                           平成 24年８月２日 
 
和光市長 松本 武洋 様 
                     
                 和光市財政健全条例等検討委員会 
                    委員長 安井 和男 
                            
        

和光市健全な財政運営に関する条例（案）について（報告） 
 
 
 本委員会において、下記のとおり検討を重ね「和光市健全な財政運営に関す

る条例（案）」を取りまとめましたので、和光市財政健全条例等検討委員会設置

要綱第２条の規定に基づき報告します。 
 
１．検討委員会経過 
   第 1回  平成 24年 5月 7日  委嘱式、委員長選定、運営方法の決定 
   第 2回  平成 24年 5月 24日 素案検討 
   第 3回  平成 24年 6月 27日 素案検討 
   第 4回  平成 24年 7月 11日 素案のまとめ、中間報告書作成 
  
２．論点の整理 （別紙） 
                              以上 
 
 
添付書類  １．和光市健全な財政運営に関する条例（案)    
      ２．会議録及び資料  
       
 
 
 
 
 
 
 
 



(別紙)             
   論点の整理 
 
条例の趣旨 
前文 
 本条例は、健全財政自体を自己目的化するものではなく、本来目的は市の総

合振興計画に掲げた将来都市像の実現であるとの結論に至りました。 
 そこで、前文において、市の将来都市像の実現のため、計画的、効率的、安

定的な財政運営を確保するためとの趣旨を記載しました。 
 
第 1章総則 
 本章は、条例の基本事項を規定し、目的、財政運営の方針、市長の責務の３

条で構成されています。 
第１条（目的） 
 健全財政の本来目的を市民福祉の向上に資することと表現しました。本条例

の本来目的について議論しました。 
第 2条（財政運営の方針） 
 市の義務として、計画的かつ効率的財政運営、並びに持続可能な財政構造の

確立及び透明性の高い財政運営を規定しています。 
第 3条（市長の責務） 
 市の行政運営の基本的計画である、総合計画の策定を市の執行機関の長であ

る市長に義務付けています。 
 
第２章 計画的な財政運営 
 本章は、計画的な財政運営の仕組み、運営責任を規定しています。ほとんど

市長が主体となっています。 
第４条（中期財政計画の策定） 
 中期財政計画を立て、財政運営判断指標の目標値を記載することを市長に義

務付けていますが、指標の目標値は市長が決定することにし、自律性は担保し

ています。 
第５条（財政運営指標の公表） 
 会計責任者から決算の提出を受けた後、速やかに財政運営判断指標を算出し

議会に報告するとともに、公表することを市長に義務付けています。 
 時期、方法については、規則等で規定することになります。 
第６条（財政運営判断指標） 
 前条の財政運営判断指標の内容を列記しています。今度、情勢の変化に応じ



て、内容を変更することも必要と思われます。 
第７条（行政経営方針の策定） 
 市長による翌年度予算編成方針というべきものですが、予算編成を効率的に

行うには中期財政計画、実施計画との連携が必須であり、行政改革の観点から

も重要です。 
 公表について規定する必要があるとの意見がありましたが、前条同様に規則

等で規定することになります。 
第８条（実施計画の策定） 
 総合計画を実効的に推進するため不可欠なものです。 
第９条（予算を伴う計画） 
 事業計画の策定にあたって、実施計画及び、中期計画との整合性と予算根拠

を明示することを、市長に努力義務を課しています。 
 
第３章 財政運営の指針 
 本章は、財政運営の指針を規定しています。原案は財政運営の原則となって

いましたが、財政運営の指針の方が、本章の内容に相応しいものです。 
第１０条から第１５条 
 歳入及び歳出、資金運用、基金、起債、使用料等の見直し、補助金の見直し

を規定するものです。主体は、第１５条（補助金の見直し）を除き全て市とな

っています。補助金は、市長の権限で交付するものなので、そのようにしてい

ます 
 この中で、特記されるのは、第１３条（起債）であり、第２項で地方債残高

を増やさないことを規定していますが、プライマリーバランスの黒字化を義務

づけており、努力義務とはいえ実質的な意味は大きいものがあります。 
第１６条（情報の共有と公表） 
 市民及び議会との情報の共有と公表を市長に義務付けています。透明性の高

い財政運営及び説明責任の観点から必須です。 
第１７条（財務諸表の作成） 
 議会への報告、公表を市長の義務として規定しています。財務諸表の作成は、

和光市では既に実行していますが、他市との比較等を含めた報告書作成の早期

化については課題があります。 
 第１８条（委任）では、条例施行に関し必要な事項は規則に委任しています。 
 重要な事項は本則に規定し、手続き等に関する事項を規則に委ねるとの原則

に立ち策定するものとし、事務局で作成し当委員会に報告をすることにしまし

た。 
 なお、当初案にあった、災害発生時の対応条項については、重要な事柄では



あるが、この条例に馴染まないので規定していません。 
                               以上 



   和光市健全な財政運営に関する条例（案） 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第３条） 

 第２章 計画的な財政運営（第４条―第９条） 

 第３章 財政運営の指針（第１０条―第１７条） 

 第４章 雑則（第１８条） 

 附則 

 

前文 

 市は、総合振興計画に掲げる将来都市像を市民と共有し、その実現に向けた市民との協

働によるまちづくりを進めている。 

 この将来都市像を実現するためには、将来を見据えた施策を着実に進めていくことが重

要であり、限られた財源の中で、財政の健全性を保ちながら、計画的かつ効率的な財政運

営を行っていく必要がある。 

 そこで、市の総合的かつ計画的な行政運営の着実な推進に向けて、財政運営の基本的事

項を定め、計画的な財政運営の仕組を確立し、及び将来世代に過度な負担を残すことのな

い安定した財政運営を確保していくため、この条例を制定する。 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、市の財政運営に関し基本的な事項を定めることにより、健全な財政

運営の確保を図り、もって市民福祉の維持・向上に資することを目的とする。 

 （財政運営の方針） 

第２条 市は、中長期的な財政見通しの下に、計画的かつ効率的な財政運営を行わなけれ

ばならない。 

２ 市は、将来に責任を持ち、持続可能な財政構造を確立するとともに、透明性の高い財

政運営を行わなければならない。 

 （市長の責務） 

第３条 市長は、前条に規定する財政運営の方針に基づき財政を健全に運営しなければな

らない。 

２ 市長は、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、市の総合的な計画（以下「総合計

画」という。）を策定しなければならない。 

 

   第２章 計画的な財政運営 



 （中期財政計画の策定） 

第４条 市長は、毎年度、総合計画との整合性を図った上で、中期的な期間における各年

度の財政見通し（以下「中期財政計画」という。）を策定し、これを議会に報告するととも

に、公表しなければならない。 

２ 中期財政計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

  一般会計及び特別会計の歳入歳出見込額  

  財政調整基金その他財政の安定化のために資金を留保している基金の現在高見込額 

  地方債の現在高見込額 

  財政運営判断指標の見込み 

  財政運営判断指標の目標値 

 （財政運営判断指標の公表） 

第５条 市長は、毎年度、会計管理者から決算の提出を受けた後、速やかに財政運営判断

指標を算定しこれを議会に報告するとともに、公表しなければならない。  

 （財政運営判断指標） 

第６条 前２条の財政運営判断指標は、次のとおりとする。 

  経常収支比率 

  財政調整基金比率 

  地方債残高比率 

  人口１人当たりの地方債現在高 

  実質公債費比率 

  将来負担比率 

 （行政経営方針の策定） 

第７条 市長は、毎年度、中期財政計画との整合性を図った上で、行政の透明性の向上、

持続可能な市政運営及び目指すべき将来像を実現させるために、次に掲げる事項を記載し

た方針を策定しなければならない。 

  市の行政経営の基本方針 

  総合計画に掲げられている施策等への取組の方向性 

  想定予算規模 

 （実施計画の策定） 

第８条 市長は、毎年度、総合計画に掲げられた施策等を確実かつ効率的に推進するため

の計画（以下「実施計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 実施計画の策定に当たっては、財源の根拠を明らかにしなければならない。 

 （予算を伴う計画） 

第９条 市長は、予算を伴う計画の策定に当たっては、実施計画及び中期財政計画との整

合性を考慮し、並びに財源の根拠を明らかにすることにより、その実効性を高めるよう努



めなければならない。 

 

   第３章 財政運営の指針 

 （歳入及び歳出） 

第１０条 市は、歳入について、増収を図るための方策を常に検討するとともに、公租公

課等の適切な徴収に努めなければならない。 

２ 市は、歳出について、計画的かつ効率的な予算執行に努めなければならない。 

 （資金運用） 

第１１条 資金は、効率的に運用され、及び損失が生じないよう適切に管理されなければ

ならない。 

 （基金） 

第１２条 市は、市税収入の急激な減少、災害発生その他緊急を要し、かつ、必要やむを

得ない行政需要に対応するため、適当と認められる額の資金を財政調整基金に留保しなけ

ればならない。 

２ 市は、財政の安定性のために資金の留保が必要と認められる事業については、基金を

設けて計画的に資金の積立てを行うよう努めなければならない。 

３ 市は、前２項に規定する基金の取崩しに当たっては、取崩し以外の財源調達の可能性

及び取崩し後の基金の残高を踏まえ、財政の健全性を損なわないように努めなければなら

ない。 

 （起債） 

第１３条 市は、地方債の発行（以下「起債」という。）に当たっては、次に掲げる事項に

留意し、起債の是非、限度額等を決定しなければならない。 

  起債以外の財源調達の可能性 

  将来において当該地方債の償還を市民が負担することの妥当性 

  後年度の財政運営に与える影響 

２ 市は、毎年度の起債の合計額が当該年度の地方債元金償還額を下回るよう努めなけれ

ばならない。ただし、緊急の必要がある場合については、この限りでない。 

 （使用料等の見直し） 

第１４条 市は、使用料、手数料、負担金等について、受益と負担の関係を考慮し、定期

的に総合的な見直しを行わなければならない。 

 （補助金の見直し） 

第１５条 市長は、補助金について、公益性、公平性等の観点から、定期的に総合的な見

直しを行わなければならない。 

  （情報の共有及び公表） 

第１６条 市長は、市民及び議会と財政に関する情報を共有しなければならない。 



２ 市長は、市民に対して財政に関する情報を分かりやすく公表することにより、説明責

任を果たさなければならない。 

 （財務諸表の作成） 

第１７条 市長は、毎年度、次に掲げる財務諸表を作成し、これを議会に報告するととも

に市民に対して公表しなければならない。 

  貸借対照表 

  行政コスト計算書 

  純資産変動計算書 

  資金収支計算書 

２ 前項各号の財務諸表は、次に掲げる区分ごとに、作成しなければならない。 

  普通会計に係る財務諸表 

  普通会計及び公営企業会計並びに市が出資する法人等に係る会計の連結財務諸表 

   第４章 雑則 

 （委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 



①財政運営の方針に基づき財政を健全に運営すること。
②総合的かつ計画的な行政運営を行うため、市の総合的
　な計画を策定すること。

和光市健全な財政運営に関する条例の概要

健全な財政運営を実現する施策

　財政運営に関し基本的な事項を定めることにより、健全
な財政運営の確保を図り、もって市民福祉の維持・向上に
資することを目的とする。

目的

市長の責務

計画的な財政運営

中期財政計画の策定

行政経営方針の策定

財政運営判断指標の設定及び公表

財政運営の指針

基金の積立及び取崩し

使用料及び補助金の見直し

実施計画の策定

地方債の発行

市民・議会への情報公開

①中期的な財政見通しの下に、計画的かつ効率的な財政
　運営を行う。
②将来に責任を持ち、持続可能な財政構造を確立すると
　ともに、透明性の高い財政運営を行う。

財政運営の方針

財務諸表の作成

歳入確保及び歳出の効率的な執行

財源の根拠を明らかにした計画の策定
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